
2022 年 2 月 25 日 

 

2022 年 3 月 1 日 あさ 9 時 新規オープン! 

「平和堂ビバホーム一宮店」 開店のお知らせ 

「新鮮」、「安心」、「便利」がいっぱいの地域に寄り添ったライフスタイル提案型店舗 

 

株式会社平和堂（所在:滋賀県彦根市、代表取締役社⾧執行役員:平松正嗣）は、平和堂の創業日であ

る 3 月 1 日(火) 愛知県一宮市に「平和堂ビバホーム一宮店」（以下、「当店」）を新規オープンいたします。愛知

県内 16 店舗目、一宮市内は 4 店舗目、平和堂は全 157 店舗となります。 

当店は、株式会社ビバホーム（所在:埼玉県さいたま市、代表取締役社⾧:坂本晴彦）が運営する大型商業

施設「スーパービバホーム一宮店」の 1 階フロアに、テナントとして出店するスーパーマーケットで、JR 尾張一宮駅(東海

道本線)より東に約 1.2㎞、国道 22 号線より西に約 1㎞の市内中心部に位置しています。店舗南側には国道 155

号線が隣接しており、周辺からのアクセスに大変優れています。一宮市は、名古屋市や岐阜市の中間点にあることから、

ベッドタウンとして積極的に様々な開発が行われています。 

約 720 坪のスーパーマーケットは、品質・鮮度の良い「安全安心」な商品はもちろんのこと、減塩や糖質オフをはじめ

とした健康に配慮した商品、利便性・簡便性を高めた商品、「新鮮」で「安心」の店内「できたて」手づくり商品、平和

堂こだわりブランド「E-WA!」等の豊富な品揃えと、愛知県や一宮市を中心とした地元商品を多数取り揃えます。また、

飲食のできる休憩エリア「138 Brunch COURT」や、旬の食をご提案する「移動式クッキングサポート」等の設備・サー

ビスとともに、お客様の毎日の食卓や生活のお役に立つ店舗として、最高の「おもてなし」を実現してまいります。 

 

 
＜「スーパービバホーム一宮店」パース＞ 

 



【店舗の概要】 

１． 店 名 平和堂ビバホーム一宮店 

２． 所在地 
〒491-0025 

愛知県一宮市羽衣 2 丁目 5 番 8 号 

３． 電話／ＦＡＸ番号 
TEL:0586－52－2450 

FAX:0586－52－2451 

４． 開店日 2022 年 3 月 1 日（火）新規オープン 

５．店舗規模 

建物フロア:施設 1 階 

店舗面積:3,457 ㎡（後方含む） 

営業面積:2,401 ㎡（直営売場・フレンドコート等（風除室含）） 

売場面積:2,279 ㎡（直営売場等） 

６．年間休日 施設側に準ずる（但し設備点検等で臨時休業あり） 

７．駐車・駐輪台数 駐車場 1,240 台・駐輪場 330 台（施設と供用） 

７．基本営業時間 9:00～21:00 

８．店 ⾧ 早藤 直樹（はやふじ なおき） 

９．従業員数 約 89 名（パート・アルバイト社員は 8H 換算） 

１０．テナント 肉の丸一（精肉）、魚錠（鮮魚） 

 

 

 

【一宮市を中心とした愛知県のおいしさを届けます】 

＜江戸時代より続く一宮唯一の酒蔵「金銀花酒造」＞  ＜一宮市の貴重なはちみつ「みやび養蜂」＞ 

 

 

地域に寄り添った情報発信力のあるエリアの No.1 店へ! 



＜一宮市の人気専門店「３℃＜サンドシー＞」＞      ＜「尾張の卵」で有名な一宮市の「浮野養鶏」＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ビバホーム一宮店を彩る地元装飾】 

＜一宮七夕まつりをイメージした吹き流しなどの天井吊り   ＜一宮市 100 年の歩み展（特別展示）＞ 

 を店内各所にあしらい、皆様をお迎えします＞ 

 

【イートインコーナー「138 Brunch COURT」】 

 お買い物時にごゆっくりと

おくつろぎいただけるイート

イ ン コ ー ナ ー 「 138 

Brunch COURT」を設

置しました。落ち着きがあ

る配色と、開放感がありバ

ランスの取れたデザインで、

ゆったりとくつろげる空間を

お楽しみいただけます。 

 今後、様々なイベントを

開催する予定です。 

 

 



 

 

食料品を中心に豊富な品揃えとこだわり商品を取り揃えます。生鮮食品は「鮮度・おいしさ・適量」、一般食品は

「健康・品揃え・価格」をキーワードに、店内｢できたて｣商品や鮮度にこだわった商品を種類豊富にご用意します。さら

に、産地や原料、製法や味などにこだわり、体にやさしく健康と安全安心を意識した商品を品揃えます。生活関連品は

「コンパクト」ながら種類豊富に取り揃え、サービスは「おもてなし」にこだわります。平日と週末では売り場づくりを変更し、

お客様のライフスタイルに合わせた提案型の食品売り場をめざします。 

 

 

【青果売場】 

まるで市場のような鮮度と豊富な品揃えでお出迎えする青果売場。みずみずしい野菜や産地にこだわった果物を、

お求めやすい価格で少量から取り

揃えます。簡単便利なカットサラダ

やカット野菜の品揃えを充実しま

す。有機野菜や機能性表示食品

などからだにやさしい野菜を豊富に

品揃えし、地元で採れた新鮮な農

産物の地場野菜コーナー「JA 愛

知西 産直クラブ」、季節の食卓や

生活を彩る花束・鉢植えをお届け

する「ハナミライ」コーナーを設置し

ます。 

 

 

【「ベーカーズ キッチン」と「ジュディ フル ラボ」】 

 「ベーカーズ キッチン」では、店内手づくりの焼き立てパンや惣菜バーガー、高温の専用窯で焼き上げた手伸ばしピザ

などを取り揃えます。 

 「ジュディ フル ラボ」では、砂

糖、人工甘味料を使用せず新鮮

な果物を使ったフレッシュジュースを

対面販売にて提供します。また、

店内加工で旬の果物をふんだんに

使ったフルーツサンドやフルーツタル

ト、カットフルーツや盛り合わせを取

り揃えます。 

 

 

【デリカ売場】 

「店内手づくり」、「出来立て」にこだわったデリカ売場。ライブ感たっぷりの対面販売「テッパンキッチン」では、店内の鉄

板で焼き上げた「手づくりモダン焼」や「手づくり焼きそば」、愛知県産たまごを使った「手づくりだし巻」、岐阜県産 100％

のコシヒカリを店内で炊き上げた「手づくりおにぎり」などをご提供いたします。 

新鮮・安心・便利!「新鮮さ」と「手作りの味」にこだわったライフスタイル提案型売場 



美味しさにこだわり、良質な素材を独自の製法で作り上げた「極旨いなり」や「手づくりおはぎ」、「からあげグランプリ」

🄬スーパー惣菜部門において 3 年

連続最高金賞を受賞した｢じゅわ

旨!!鶏もも唐揚｣などの平和堂こ

だわりブランド「E-WA!」商品のほ

か、こだわりの「お弁当」のコーナー

化や、こだわり・旬の素材を使用し

た平和堂自慢の揚げ物、お寿司

等、店内手づくりの味を数多く品

揃えます。 

 

 

【鮮魚売場】 

ライブ感たっぷりの対面販売は、新鮮で品質の良いお魚やお刺身、短冊、お刺身サラダなど、バリエーション豊富な品

揃えが自慢です。愛知県や静岡県、三重県など近隣の漁港から旬の魚を仕入れ、新鮮な刺身や国産・天然・生にこ

だわった鮮度抜群の魚を毎日、日

替わりで提供します。徹底して鮮

度にこだわった三重県や和歌山

県産のマグロ、魚屋ならではの旬

ネタを使った鮮度が自慢の「さかな

屋の鮨」、厳選した原料をなじみ

の産地「沼津」で加工した作りた

ての鮮度そのままの味が楽しめる

「こだわり干物」や、「しらす干」「塩

鮭」などのこだわり抜いた塩干な

ど、オススメ商品を多数品揃えます。 

 

 

【精肉売場】 

愛知県の指定農場で育てた、肉質の良さ、脂の旨みが自慢のこだわりブランド「E-WA!あじわい牛」をお届けします。

ステーキや焼肉、希少部位など種類豊富に取り揃えました。 

その他にも指定農場で飼料や飼育方法にこだわった「E-WA!あじわい豚」「E-WA!健美味どり」をお届けします。店

内加工で鮮度抜群の「E-WA!あ

じわい牛モモ肉のローストビーフ」

や、毎日の食卓に便利な半加工

品「ミートプラス」もおすすめです。

ハム・ソーセージの「からだ想い」コ

ーナーからは、大豆のお肉や減

塩、糖質ゼロ、アレルゲンフリーの

ハム、ソーセージを多数取り揃えて

います。 



 

【加工食品売場】 

 子育て世代に向けてキッズ菓子コーナーを充実し、ファンシーコーナー・玩具菓子・知育菓子コーナー・アレルギー対応

食品を最大限に拡大しました。また、健康をサポートする減塩・糖質オフ・特保・オーガニック・ローカロリーなど健康にこだ

わった商品の品揃えを充実し、各売場で分かりやすく表現しました。 

地域密着の取り組みとして、一宮市唯一の酒蔵「金銀花酒造」やはちみつの「みやび養蜂」、愛知県一宮産「特別

栽培米あいちのかおり」など、地元や地域の人気商品を

取り揃えます。 

平和堂こだわりブランド「E-WA!」、共同開発ブランド

「くらしモア」をはじめとして、こだわり商品を幅広く取り揃え

ております。 

 

 

【日配品売場】 

愛知のうまいもん「ヤマサちくわ」・地元一宮市人気専

門店「３℃＜サンドシー＞」のオリジナルサンドイッチ・「浮

野養鶏」赤たまごなどの地域商材を多数品揃えします。 

味や品質にこだわった平和堂こだわりブランド「E-WA!」も数多く品揃えし、お客様の食生活をサポートします。 また、

簡便即食、個食や健康に対応した冷凍食品やアイスも幅広く品揃えし、毎日の食卓に欠かせない牛乳やヨーグルト・

麺・豆腐などの品揃えを充実します。 

 

 

【暮らしの品】 

文具やペットフードのほか日常消耗品を中心に、地域の皆様の便利店として利便性を高めた品揃えをいたします。 

 

 

 

 

【New! 移動式クッキングサポート】 

 クッキングサポートは、青果売場、鮮魚売場、精肉売場を当店より初めて移

動します!おいしいをキーワードに、色々な料理メニューをご提案します。旬の

素材や話題の商品を使ったレシピも大公開です。 

 「旬、簡単、ヘルシー」をテーマに、毎日の献立にピッタリのおかずから季節感

たっぷりのスイーツまで、おいしくて栄養バランスの取れたレシピをご紹介する「美

味食彩」もお勧めしています。 

 

 

 

 

※写真はイメージです 

おもてなしのサービス! すべての方に快適なお買い物を 



【「HOP カード・HOP マネー」・「HOP ウォレッ

ト」】 

 お買い物のたびにポイントがたまる平和堂オ

リジナルポイントカード「HOP カード」。現在、

400 万人以上のお客様にご利用いただいて

います。  

あらかじめチャージ（入金）した金額内で

お買い物にご利用いただくことができる「HOP マネー」

は、小銭のやり取りが不要となるため、レジ精算時にス

ムーズなお支払いが可能となります。 

このほか、各種クレジットカード（指定あり）や「楽天

Edy」、「iD」、「Pay Pay」もご利用いただけます。 

 

 さらに、2022 年 2 月 19 日より「HOP ウォレット」サ

ービスがスタート!スマートフォンで HOP マネーのお支

払いができるようになりました! 

 

アプリダウンロードやアプリについて詳しくはこちら 

https://www.heiwado.jp/service/hopwallet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平和堂スマートフォンアプリ】 

たくさんのお得な情報が詰まった「平和堂スマートフォンアプリ」では、チラシや店舗情報の他、3,000 件以上のオリジ

ナルレシピを掲載した「美味食彩」、HOP カード会員様向けの 200 件以上のお

得な優待施設のご案内、お得に買えるモバイルクーポンなどをご利用いただけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【QR 決済】 

平和堂直営店のレジでは、10 種類の QR 決済サービスがご利用い

ただけます。食品はもちろん衣料品や日用品のお支払にもご利用いた

だけます。 

※一部ご利用いただけない商品・サービスがございます。 

※エール各店ではご利用いただけません。 

※HOP ポイントはつきません。 

※金券類及びその他支払方法との併用はできません。 

 

 

 

 

【設備・サービス】 

平和堂では「平和堂ビバホーム一宮店」の出店にあたり「人と環境にやさしいお店」の実現に取り組んでいます。健常

者の方はもちろん、お体の不自由な方、ご高齢の方、お子様、妊婦の方など、あらゆる人が利用しやすいお店となるよ

う設計しました。エネルギー資源の有効活用と地球環境保全の取り組みとして、高効率で環境保全に優れた設備を

導入しました。 

 

＜店内売場＞ 

・建物内は段差がなく、車いすでも行き来できる店内通路幅を確保しました。 

・売場におきましては、盲導犬・聴導犬・介助犬同伴でお買い物をしていただけます。 

 

＜LED 照明（売場）＞ 

・調光機能付き器具を採用し細部での適正照度管理することで、お客様に快適な売場を実現しながら節電の推

進に取り組んでいます。 

 

＜高効率エネルギーシステムの採用とエネルギーの削減＞ 

・エネルギー消費効率の高いパッケージエアコンを採用し、インバーター制御により大幅なエネルギー削減を実現しまし

た。 

 

＜冷蔵・冷凍機器に関する取り組み＞ 

・環境に配慮した低 GWP（地球温暖係数）次世代冷媒の新型インバーター式冷凍機を採用し、省エネ及び環

境負荷のより一層の低減を実現します。 

・エコストア実現のため、冷ケース温度を管理しながら冷凍機の圧力を効率よく自動調整し、冷凍機の消費電力を

削減します。また、ケース内設定温度は、店内温度に連動し変化させて商品の冷やしすぎを防ぎ、省エネを図っ

ています。 

 

＜床面セラミックタイルの使用＞ 

・光沢感があり店内照明を高い反射力ではね返す事で店内が明るくなり、少ない照明器具でも充分な明るさを確

保できます。汚れもつきにくく清掃回数を減らすことで、水道や電気の消費を抑えます。    

・清掃用ワックスを使用せず水清掃になることから、環境に対する負荷も軽減できます。 

サステナビリティの推進 ～人にも環境にも優しい店舗づくり～ 



 

＜リサイクル活動＞ 

・ペットボトル・牛乳パック・食品トレー等のリサイクルボックスを設置し、資源回収を推進します。 

 

【食品ロス削減の取り組み】 

 平和堂は、食品ロス削減に取り組んでいます。2020 年 10 月には、それまで行って

いた商品の廃棄削減や適量販売など事業者としての食品ロス削減の取り組みのほか、

レシピ紹介冊子「美味食彩」で食品ロス削減に役立つレシピ

の特集や、売場に食品ロス削減を呼びかける POP の掲示な

どを実施。ご来店のお客様にも食品ロスについて考えていただ

けるよう店頭で食品ロス削減を啓発する活動を実施し、現在

も継続的に食品ロス削減への取り組みを行っています。 

 

＜平和堂の食品ロス削減に関する取り組みについて＞

https://www.heiwado.jp/assets/img/pages/hr/report/pdf/2021/report05.pdf 

 

 

 

 

当社ではお客様と従業員の安全安心と健康を最優先に考慮した上で、感染予防と拡大防止の強化に努めており

ます。店舗をご利用いただいておりますお客様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

＜店内取り組みの一例＞ 

・マスク着用のお願い。 

・こまめな手洗いと咳エチケットの 

お願い。 

・レジ待ち等、店内でのフィジカル 

ディスタンスに基づく店舗運営。 

・混雑時の入場制限。 

・お客様用アルコール消毒液の設 

 置。 

・レジやサービス等での透明シート 

の設置、コイントレーの使用、レジ 

の手袋着用、サッキングサービスの 

一部自粛・ 

・キャッシュレス決済の推進。 

・試食提供の中止。 

・従業員のマスク着用、手洗い・うがい励行、毎日の健康観察と体調管理、アルコールによる手指消毒の実施。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組み 



【商圏の概要】 

距 離（ｋｍ） 人 口（人） 世 帯 数（世帯） 

  0 ～ 1.0     19,923 8,328 

1.0 ～ 2.0 72,559 30,134 

2.0 ～ 3.0 143,593 58,059 

合   計     236,075 96,521 

          (注) 当社調査時点の商圏内調査による 

【店舗周辺マップ】 

 
 

 



 

〖参考〗 

・平和堂ビバホーム一宮店 開店後の愛知県の平和堂店舗数は 16 店舗、一宮市は 4 店舗 

・平和堂店舗数は 157 店舗 

滋賀県 77 店、大阪府 21 店、京都府 18 店、兵庫県 3 店、福井県 6 店、石川県 7 店、富山県 2 店、岐

阜県 7 店、愛知県 16 店 

 

〖注意事項〗 

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。 

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際の店舗とは異なる

場合があります。 

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。 

以上 


